
商品名（産地） 検査週 商品名（産地） 検査週
甘夏(熊本県産または鹿児島県産 鶴田さん他) 3/31-4/6 切れているから便利！一口厚揚げ 3/31-4/6
たけのこ(高知県産) 3/31-4/6 凍り豆腐（高野豆腐） 3/31-4/6
水菜(京都府産 樋口さん他) 3/31-4/6 味付いなりあげ 3/31-4/6
ミニ不知火(熊本県産 中田さん他) 3/31-4/6 野菜たっぷりがんもどき 3/31-4/6
里いも(熊本県産 高野さん他) 3/31-4/6 【ひきわり】厳選 国産ひきわり納豆 3/31-4/6
ミニトマト(トスカーナバイオレット 宮崎県産) 3/31-4/6 【極小粒】すっきり有機納豆 タレ・からし付き 3/31-4/6
【お得用】じゃがいも(男爵 北海道産 黒木さん他) 3/31-4/6 【極小粒】糸引きふわっと 食べやすい有機納豆 3/31-4/6
【お得用】じゃがいも(キタアカリ 北海道産) 3/31-4/6 【小粒】　黒豆納豆2P 3/31-4/6
【お得用】玉ねぎ(北海道産 山崎さん他) 3/31-4/6 【小粒】けんこうくん納豆カップ 3P 3/31-4/6
生で食べられる菜花(徳島県産) 3/31-4/6 【小粒】小さいのに旨みしっかり 国産納豆 3/31-4/6
小玉媛果(愛媛県産 溜池さん他) 3/31-4/6 【小粒】本味納豆 2P 3/31-4/6
ピクシータンジェリン(カリフォルニア産) 3/31-4/6 【中粒】　佐賀県産大豆使用　ふっくら納豆 3/31-4/6
有機栽培ネーブルオレンジ(カリフォルニア産) 3/31-4/6 【中粒】あえてタレなし しっかり豆味 納豆3P 3/31-4/6
ハンサムレタス(愛知県産) 3/31-4/6 【中粒】国産わら納豆 3/31-4/6
ふるふる大人味 濃厚こだわり極抹茶プリン 3/31-4/6 ふっくらやわらか ひきわり納豆 3/31-4/6
【香料不使用】やさしい甘さ　いちごヨーグルト 3P 3/31-4/6 離乳食にも使える 冷凍きざみ納豆（5個） 3/31-4/6
ピーチかぶ(千葉県産) 3/31-4/6 【便利なカット済】ふっくらやわらか 知床若鶏 ムネ3/31-4/6
サラダ玉ねぎ(宮崎県産 川越さん他) 3/31-4/6 極立つ旨味 徳島神山鶏 3/31-4/6
ベジキューブ（かぼちゃ） 3/31-4/6 濃密な味わい 越前白山鶏 3/31-4/6
ベジキューブ（じゃがいも） 3/31-4/6 風味ゆたかな 佐賀赤鶏 3/31-4/6
ベジキューブ（にんじん） 3/31-4/6 九州麦豚 3/31-4/6
ベジキューブ（ほうれん草＆じゃがいも） 3/31-4/6 脂さっぱりラテン豚 3/31-4/6
ベジキューブ（大豆） 3/31-4/6 北海道ポーク 3/31-4/6
うなぎのポリット 3/31-4/6 館ヶ森高原豚と豪州黒牛の合挽き肉 3/31-4/6
もっちもっち豆乳ドーナッツ（抹茶） 3/31-4/6 カリフォルニアビーフ 3/31-4/6
わらび餅風抹茶こんにゃく（抹茶） 3/31-4/6 蒜山ジャージー牛 3/31-4/6
黒糖わらびもち 3/31-4/6 北海道産 谷口さん旨牛 3/31-4/6
【器に盛るだけで簡単惣菜】 金時豆の煮物 3/31-4/6 オーガニックキッズパスタ（サファリ） 3/31-4/6
【器に盛るだけで簡単惣菜】 昆布豆 3/31-4/6 オーガニックキッズパスタ（ザウルス） 3/31-4/6
7種具材の海苔巻き寿司（ノーカット） 3/31-4/6 オーガニックキッズパスタ（ファーム） 3/31-4/6
いしの屋　海鮮巻き寿司（ノーカット） 3/31-4/6 KitOisix（栗じゃがいもと北海道ポークのカレー炒め3/31-4/6
おさかなソーセージ 甘口カレー味 3/31-4/6 KitOisix（国産大豆の絹豆腐と白菜のそぼろあんか3/31-4/6
グリーンマーク ほそびきポークウインナー 3/31-4/6 KitOisix（熟成さばと彩り野菜の甘酢炒め） 3/31-4/6
グリーンマーク 国産あらびきポークウインナー 3/31-4/6 KitOisix（春ピーチかぶとベーコンのスープ仕立て 3/31-4/6
グリーンマーク 皮なしミニウインナー 3/31-4/6 ほんのり甘くてお出汁もおいしい アジのつみれボ 3/31-4/6
フランクフルト（串つき） 3/31-4/6 JAS有機栽培 生いもまるごとこんにゃく 3/31-4/6
海のソーセージ 3/31-4/6 JAS有機栽培（転換期間中） 生いもまるごとしらた3/31-4/6
国産豚のつかいっきりミニポークウインナー 3/31-4/6 国産有機小巻きしらたき 3/31-4/6
国産豚のポークウインナー 3/31-4/6 みかんジュース まるごと2.5個 3/31-4/6
あぶって香ばしい 無塩せきベーコン 3/31-4/6 米と麹だけの甘酒 3/31-4/6
グリーンマーク 国産スモークレバー 3/31-4/6 【食べて味噌】野菜や肉との相性抜群 金山寺味噌3/31-4/6
グリーンマーク 無塩せきベーコンスライス 3/31-4/6 【食べて味噌】老舗の家庭の味　甘さ控えめ田楽味3/31-4/6
国産豚のバラベーコンスライス 3/31-4/6 えび小判3枚 × 5 3/31-4/6
国産豚のロースハムスライス 3/31-4/6 おさかなソーセージ 3/31-4/6
肉の旨み感じる 無塩せきロースハム 3/31-4/6 【とれピチ】とろーり大粒宮古産カキフライ 3/31-4/6
横田さんのミニトマト（愛知県産） 3/31-4/6 【とれピチ】淡路島産 イカナゴの釘煮 3/31-4/6
トマト(愛知県産 石井さん他) 3/31-4/6 ブイヤベースセット（3人前） 3/31-4/6
ミニトマト(宮崎県産 白川さん他) 3/31-4/6 ワインによく合うオイルサーディン 3/31-4/6
カラフルミニトマト(宮崎県産 青戸さん他) 3/31-4/6 鯛のアクアパッツア 3/31-4/6
ミニトマト(宮崎県産 石黒さん他) 3/31-4/6 合鴨モモ肉 3/31-4/6
ミニトマト(宮崎県産 青戸さん他) 3/31-4/6 カスタードクリームパン 3/31-4/6
ミニトマト(熊本県産 吉水さん他) 3/31-4/6 チョコレートパン 3/31-4/6
ミニトマト(完甘娘 熊本県産) 3/31-4/6 ハイジの白パン 3/31-4/6
トマト(700g 熊本県産 前田さん他) 3/31-4/6 ホシノ天然酵母入りあんぱん 3/31-4/6
塩ミニトマト（熊本県 榎田さん他） 3/31-4/6 ホシノ天然酵母入りしっとり食感メロンパン 3/31-4/6
みんなで選んだトマト(熊本県産 小原さん他) 3/31-4/6 グリーンマーク 国産スモークレバー 3/31-4/6
もっちりミニトマト(熊本県産) 3/31-4/6 フライパンで焼くだけ 九州麦豚ロースしょうが焼き3/31-4/6
ミニトマト（アイコ 熊本県産 大家さん他） 3/31-4/6 野菜炒めにどうぞ ぷりぷり知床若鶏の和風香味だ3/31-4/6
フルーツトマト(熊本県産 福吉さん他) 3/31-4/6 野菜炒めにどうぞ 国産豚モモ細切りの焼肉味 3/31-4/6



トマト(熊本県産 田代さん他) 3/31-4/6 野菜炒めにどうぞ 国産豚小間切れのスパイシー味3/31-4/6
杉山さんのミニトマト(静岡県産) 3/31-4/6 フライパンで焼ける アジの開き（中骨なし） 3/31-4/6
トマト（400g 長崎県産 杉本さん他） 3/31-4/6 【とれピチ】一本釣り ぶえん鰹のお刺身 3/31-4/6
中玉トマト(長野県産 後藤さん他) 3/31-4/6 【とれピチ】九州産真あじ 柚子風味の漬け 3/31-4/6
ミディトマト（シンディスィート　徳島県産） 3/31-4/6 【とれピチ】九州産真鯛 おだしの効いた漬け 3/31-4/6
虹トマト(カラフルミニトマト 福島県産) 3/31-4/6 お手軽海鮮丼 鹿児島産かつお漬け 3/31-4/6
ほくしっとりかぼちゃ(ニュージーランド産) 3/31-4/6 ひとくちサイズ 焼くだけサバ（甘塩） 3/31-4/6
ピーマン(愛知県産 近藤さん他) 3/31-4/6 知床若鶏生だんご 3/31-4/6
ピーマン(沖縄県産 吉田さん他) 3/31-4/6 ピュアチーズケーキ 3/31-4/6
いんげん(沖縄県産 大城さん他) 3/31-4/6 もっちもっち豆乳ドーナッツ（黒糖） 3/31-4/6
いんげん(沖縄県産 知念さん他) 3/31-4/6 もっちもっち豆乳ドーナッツ（白蜜） 3/31-4/6
いんげん(沖縄県産 芳野さん他) 3/31-4/6 シーフードパエリア 3/31-4/6
きゅうり(宮崎県産 日高さん他) 3/31-4/6
筑陽長なす(宮崎県産 坂本さん他) 3/31-4/6
ピーマン(宮崎県産 近藤さん他) 3/31-4/6
パプリカ（赤　宮城県産） 3/31-4/6
スナップエンドウ(熊本県産 大倉さん他) 3/31-4/6
きゅうり(熊本県産 田中さん他) 3/31-4/6
なす(熊本県産 住野さん他) 3/31-4/6
かぼっコリー(熊本県産 小佐井さん他) 3/31-4/6
なす(高知県産 小松さん他) 3/31-4/6
きゅうり（高知県産 長崎さん他） 3/31-4/6
なす(高知県産 熊谷さん他) 3/31-4/6
きゅうり(埼玉県産 岡田さん他) 3/31-4/6
奄美かぼちゃ(400ｇ 鹿児島県産) 3/31-4/6
そら豆(鹿児島県産 吉村さん他) 3/31-4/6
きゅうり(千葉県産 石毛さん他) 3/31-4/6
スナップえんどう(長崎県産 長尾さん他) 3/31-4/6
きゅうり(徳島県産 広田さん他) 3/31-4/6
ピーマン(徳島県産 丸岡さん他) 3/31-4/6
春えんどう(うすいえんどう 和歌山県産) 3/31-4/6
[旬のお漬物]漬物工房和菜ふぞろい山いも梅酢漬3/31-4/6
農家が漬けた白菜漬け 3/31-4/6
野菜の旨みがつまった 濃厚韓国キムチ 3/31-4/6
【辛旨】野菜の旨みがつまった発酵韓国キムチ 3/31-4/6
みんさんのカクテキ 3/31-4/6
あとひきぱりぱり大根 110g 3/31-4/6
【きぬ】　椿き家 ミニきぬ豆腐　3P 3/31-4/6
【きぬ】　椿き家 国産有機豆腐2P 3/31-4/6
【きぬ】 北海道大豆のきぬ豆腐 3/31-4/6
【きぬ】お料理にべんり 国産大豆のツインパック豆3/31-4/6
【絹】九州産大豆フクユタカで作った豆腐 3/31-4/6
【木綿】　こだわり品質 木綿豆腐 4P 3/31-4/6
【木綿】　手づくりやさん 石臼挽き木綿豆腐 しっか3/31-4/6
【木綿】水切り不要！お料理用豆腐 3/31-4/6
JA秋田おばこ産すずさやか大豆 飲みやすい豆乳3/31-4/6
きざみ揚げ （凍） 3/31-4/6
しろうさぎの豆乳 3/31-4/6
たまごが濃厚 たまごどうふ（3P） 3/31-4/6
ちぎり揚げがんも　10個入り 3/31-4/6
ふっくらジューシー油揚（2枚） 3/31-4/6
レンジで3分 手作り寄せ豆腐セット 3/31-4/6
一口京がんも 3/31-4/6
高野山ごまとうふ 3/31-4/6
国産おから（冷凍） 3/31-4/6
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